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SFC 大学院政策・メディア研究科の VISION と MISSION                                                                   　
政策・メディア研究科委員長　清木　康

SFC 開設から四半世紀、SFC 全体は、社会を新たな創生、発展の軌道に導
く一翼を担うことを重要な使命とする段階にあります。現在の社会的変化、技
術革新、環境変化は、国際的な連携のもとに対応すべき研究・教育の対象で
あり、政策・メディア研究科は、大学院研究・教育の新機軸となるVision と
Mission を設定し、それらの国際的な発信と展開を目指し、社会ルールと技
術を統合する “グローバル・システム” を実現できる研究・教育機関としての役
割とリーダーの育成を国際的連携を伴って推進していきたいと考えています。

SFC25 周年を迎えて
総合政策学部長　河添　健

25、50、75、100、… の周年は重みがある。歴史が増せば重みも増すの
は当然としても、25 周年は別の意味での重みを感じる。それは SFC の創
立に関わった方々が去る時期であり、また創立時の卒業生が社会の中核と
なる時期である。教育改革を旗印に常に社会を先導することは SFC の本質
であり、これを絶やすことはできない。となると卒業生に戻ってきてもらい、
創立時のスピリットを再確認することも必要だろう。ところで福澤諭吉が「慶
應義塾の目的」を演説したのが明治 29 年、慶應義塾の創立から 38 年目
である。我々もいつか「SFC の目的」が必要になるのかもしれない。

SFC の新しい出発
環境情報学部長　村井　純

慶應義塾の新しい使命を担って 1990 年に開設した SFC は 25 周年を迎え
ました。先端領域、新領域における多様な学問を開拓し、その結果として
日本と社会の未来を創造するという SFC の目的は、2 万人を越える卒業生
や現役の学生と教職員によって立派に実現されてきました。これまでに関
わったすべての人に敬意を表します。2015 年、SFC は未来のための環境を
整えながら、力強い新しい出発をします。

新しい価値を生み出すプラットフォームを目指して  
SFC 研究所長　飯盛　義徳

四半世紀を迎えた SFC。問題発見・解決を標榜し、多彩な人々が行き交う
ことで知の創発を実現してきました。SFC 研究所は 1996 年に発足。産官
学の相互作用を促し、イノベーションをもたらすプラットフォームとして寄与
してきました。いつまでも変わり続けるということをいつまでも変わらない
志として、皆さまとともに次世代の未来創造に挑みたいと念願しています。
今後とも旧に倍するご支援のほど、宜しくお願いします。

MESSAGE　ご挨拶
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先導が使命
湘南藤沢キャンパス担当常任理事　國領　二郎

この 25 年の間に SFC は新しい可能性を見出し育てる文化を育て、定着さ
せてきました。また、そのために必要な多くの分野の研究者や学生が、従
来の垣根を超えて未解決の問題を解決する道を発見する、方法論や組織文
化を育ててきました。その学風への世の中の認知も（まだまだですが）あ
る程度広がり、自ら新しい世界を作ろうと思う高校生や他の受験生の方が
SFC を目指して下さるようになりました。これからも、「SFC に来れば袋小
路を突破することができる」という希望を、個人や社会に与え続けられるキャ
ンパスでありたいと思います。

未来に希望と創造を拡げるケアをめざして
看護医療学部長　小松　浩子

SFC25 周年を迎える現代は、「少子高齢多死」という類例のない社会変動
を迎えています。誰しもが健やかで安全・安心を保証された未来を描ける
よう、新たな英知と技術の結集・融合・創生が求められています。SFC は
その発信基地と言えます。看護医療学部は、2001 年の開設以来、人々の
健やかさをめざし「ケアの構想」をグローバルに先導する人材育成を進めて
きました。SFC25 周年、2018 年に迎える「慶應看護 100 年」という歴史
的節目に、未来に希望と創造を拡げるための「新しいケアの構想」に向け、
新たな英知と技術の結集・融合・創生に努めたいと考えます。

SFC25周年に寄せて　
健康マネジメント研究科委員長　武林　亨

SFC が 25 年を迎える今年、健康マネジメント研究科も 10 年という一つの
節目を迎え、高度なケアを提供する専門看護師コースの充実と世界の健康
課題に立ち向かう公衆衛生学位プログラムをスタートさせ、大学院としての
第二ステージへと歩みを進めました。テクノロジーやナレッジのみならず、
社会のあり方そのものも予測できないほどの速度で変わるように見えるこの
時代。設立以来、常に社会の先端を切り拓かんとしてきた SFC の次の 25
年に期待しつつ、健康マネジメント研究科も、健康、ケアの実践と研究で
先端を切り拓いていく存在でありたいと願っています。

SFC25周年と中高等部　
湘南藤沢中等部・高等部長　会田　一雄

本校はキャンパス敷地の南西部、「慶応中高等部前行」バス便の終点に位置し
ます。義塾の中で唯一の中高一貫、男女共学で帰国生やネイティブ教員が多い、
多様性に満ちた学校です。大学開設の 2 年後に産声を上げ、現在、30 クラス
で担任教員数は 60 名、生徒総数は約 1,200 名の規模で間もなく開設 25 周
年を迎えますが、2019 年からは横浜初等部の卒業生が進学してきます。緑豊
かなキャンパスにおいて、未来を創造する若い人材が育つことを期待します。

MESSAGE　ご挨拶
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SFC25 周年のロゴマークは公募により選定され
た卒業生の辻航平さんによるデザインです。背
景に広がる水色は、キャンパスの自然を、円・
三角・四角は、未来を創造する力を象徴してい
ます。失敗を恐れず、新しいことにチャレンジ
する力や、様々な分野を組み合わせ、新しい価
値を創造する力が慶應義塾大学のなかの SFC ら
しさとして、慶應義塾の赤、紺とペンマークの
黄が彩色されています。25 年間の SFC の営み
とこれからもその SFC スピリットで活躍する姿
をイメージしたロゴマークです。

辻航平さん（総合政策学部　2011 年卒業、大学
院政策・メディア研究科　2013 年修士課程修了）

SFC25 周年のロゴマーク

TIME TABLE　タイムテーブル

10:30 － 12:00 SFC25 周年記念式典（＠シータ館 ） 

12:20 － 12:45 未来創造塾 SBC（Student Build Campus） 上棟式（＠ EAST 街区） 

13:00 － 餅つき（＠福澤諭吉像前）

13:00 － 14:00 ガーデンレセプション（＠ SBC パビリオン前）　※ご来賓対象

13:00 － 16:00 地域スポーツ大交流会（＠体育館内アリーナ等） 

13:00 － 14:00
健康シンポジウム「みんなでカラダを動かそう！－ふじさわプラス・テ
ンの取り組み－」「オメガ館 11 教室」

14:30 － 15:30 記念シンポジウム「SFC の起業家たち」「オメガ館 11 教室」 

16:00 － 17:00
ホームカミングデイイベント「オメガ館 11 教室」

「SFC7 期生、卒業 15 年目に 15 年後の日本を考える」

17:30 － 19:30 ホームカミング・パーティ（＠生協食堂サウス）　※ 対象者のみ

19:00 頃 SFC25 周年記念打ち上げ花火

写真展   「 写真で振り返る湘南藤沢キャンパスの 25 年」（＠シータ館ロビー）
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SFC25 周年記念のバナーや SNS のイラストは卒業生の荒牧悠
さんによるものです。「わーい！」「やっほーう！」「いえーい！」
と、その人自身の楽しみ方で喜ぶ楽しげな声が聞こえてきそ
うな SFC の雰囲気が表現されています。

荒牧悠さん（環境情報学部 2012 年卒業、
政策・メディア研究科修士課程 2014 年修了）
ウェブサイト http://harukaaramaki.tumblr.com/

EVENT　イベント紹介

「 未 来 創 造 塾 SBC（Student Build Campus） 計 画 」 で は、
EAST 街区を利用して、未来創造塾の本来の理念でもある「学
生が教職員と一緒に考え、自らが創造するキャンパス」に文字
通り挑戦します。SFC-SBC は SFC らしいチャレンジとして将
来に亘り継続していく「SFC 生による未来のキャンパス作り」
です。
その棟上げを祝い、未来創造塾の発展を祈願する記念すべき瞬
間にぜひお立合いください。遠藤地区子ども太鼓、神事に続き、
餅まきもあります！
※会場（EAST街区）へは、Α（アルファ）館駐車場横の連絡通路をご利用ください。

地元遠藤地区のみなさんによる餅つき。
25 周年を祝うつきたてのお餅をぜひご賞味ください。

SFC の 25 年間の軌跡をご覧ください。

12:20-12:45　EAST街区 ｜ マップ

13:00-　福澤諭吉像前 ｜ マップ

未来創造塾 SBC 上棟式

餅つき

シータ館ロビー ｜ マップ

写真展「写真で振り返る湘南藤沢キャンパスの25年」

9

28

27
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柳澤　大輔（やなさわ　だいすけ）環境情報学部 1996 年卒業
株式会社カヤック（面白法人カヤック）　代表取締役 CEO
1998 年、学生時代の友人と共に面白法人カヤックを設立。鎌倉唯一の上場企業として、鎌
倉からオリジナリティのあるコンテンツを Web サイト、スマートフォンアプリ、ソーシャルゲー
ム市場に発信する。ユニークな人事制度（サイコロ給、スマイル給、ぜんいん人事部化計画）
や、ワークスタイル（旅する支社）を発信し、「面白法人」というキャッチコピーの名のもと
新しい会社のスタイルに挑戦中。

國領　二郎（こくりょう　じろう）
慶應義塾常任理事、総合政策学部教授
1982 年東京大学経済学部卒。日本電信電話公社入社。92 年ハーバード・ビジネス・スクー
ル経営学博士。93 年慶應義塾大学大学院経営管理研究科助教授。2000 年同教授。2003
年同大学環境情報学部教授などを経て、09 年総合政策学部長。2005 年から 2009 年まで
SFC 研究所長も務める。2013 年より慶應義塾常任理事に就任。 
主な著書に「オープン・アーキテ クチャ戦略」（ダイヤモンド社、1999）、

「ソーシャルな資本主義」（日本経済新聞社、2013 年）がある。

山口　絵理子（やまぐち　えりこ）総合政策学部 2004 年卒業
株式会社マザーハウス代表取締役兼チーフデザイナー

ワシントン国際機関でのインターンを経てバングラデシュ BRAC 大学院開発学部修士課程入
学。2 年後帰国し「途上国から世界に通用するブランドをつくる」をミッションとして株式会
社マザーハウスを設立。現在バングラデシュ、ネパールでバッグや服飾雑貨のデザイン・生
産を行い、東京を始め、20 店舗で販売を展開。

関山　和秀（せきやま　かずひで）環境情報学部 2005 年卒業
政策・メディア研究科修士課程 2007 年修了
スパイバー株式会社　取締役兼代表執行役
2002 年より山形県鶴岡市にある慶應義塾大学先端生命科学研究所を拠点に研究活動に携
わり、2004 年 9月よりクモ糸人工合成の研究を開始。これを事業化するため大学院に進学し、
博士課程在学中の 2007 年 9 月、学生時代の仲間と共にスパイバー株式会社を設立。産学
官と連携しながら世界初の工業化を目指す。

登壇者

コーディネーター

EVENT　イベント紹介

社会の問題を発見・解決していく実践型人材・社会変革者を生み出す SFC。起業家精神を体
現し、最前線で活躍する卒業生が SFC とこれからの社会について語ります。

14:30-15:30　オメガ館 11教室 ｜ マップ

記念シンポジウム「SFC の起業家たち」
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河 添   健 （総合政策学部長）
村 井   純 （環境情報学部長）
竹 中 平 蔵 （総合政策学部教授・元国務大臣）
冨 田　 勝 （環境情報学部教授）
他 若手教員 6 名

北山　陽一（きたやま　よういち）環境情報学部 1998 年卒業

1974 年 2 月 24 日生まれ 。ヴォーカル・グループ ゴスペラーズのメンバーとして、1994 年
12 月 21 日、シングル「Promise」でメジャーデビュー。「永遠（とわ）に」「ひとり」「星屑
の街」「ミモザ」など、多数のヒット曲を送り出し、2014 年末にデビュー 20 周年を迎えた。
他アーティストへの楽曲提供、プロデュースをはじめ、ソロ活動など多才な活動を展開。日
本のヴォーカル・グループのパイオニアとして、アジア各国でも作品がリリースされている。
2012 年より環境情報学部特別招聘講師に就任。
オフィシャル HP
Gostudio http://www.5studio.net/　  GosTV  http://www.gospellers.tv/index.html

EVENT　イベント紹介

9

19

SFC7 期生（2000 年卒業）が、卒業 15 年
の節目に、SFC 教員や現役学生らとともに
15 年後の SFC、15 年後の日本について語
り合います。
★どなたでもご参加いただけます

SFC25 周年の夜空を彩る花火をお楽しみください。

16:00-17:00　オメガ館 11教室 ｜ マップ

19:00頃 -　鴨池付近 ｜ マップ

14:45-15:05　シータ館 ｜ マップ

秋祭企画 北山陽一 ( ゴスペラーズ ) ミニライブ

「失敗伝説」は、卒業生に身近な失敗談を SFC の生協食堂のトレイに載せるというプロジェクトです。
本プロジェクトは卒業生である柳澤大輔さん（環境情報学部 1995 年卒）により提案されました。
SFC の未来創造塾という新しい学びをつくる挑戦に対し、「SFC の挑戦を応援したい」「でも、ただ寄
付をしてもつまらない」「今の学生にも意味のある寄付をしたい」。
学生が先輩の失敗談を読むことで「失敗しても、大丈夫」と学生に感じてもらい、彼らが挑戦する勇
気と力を得るきっかけとしてほしい。そんな思いから生まれた企画です。

http://legend-of-failure.jp/失敗伝説～ LEGEND OF FAILURE ～　

ホームカミングデイイベント
「SFC7 期生、卒業 15 年目に 15 年後の日本を考える」

SFC25 周年記念打ち上げ花火

登壇者
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藤沢市全域でカラダを動かす人が増えていくことが、みんな
の健康アップにつながります！　当日は藤沢市、慶應義塾大
学、藤沢市保健医療財団を中心とした取り組み（プラス・テ
ン体操）の紹介を行いますので、是非ご参加ください。

EVENT　イベント紹介

13:00-14:00（12:40受付開始）　オメガ館 11教室 ｜ マップ

健康シンポジウム
「みんなでカラダを動かそう！－ふじさわプラス・テンの取り組み－」

講師紹介： 齋藤 義信　博士（健康マネジメント学）取得（2014 年）
慶應義塾大学スポーツ医学研究センター 研究員、公益財団法人藤沢市保健医療財団
健康運動指導士　

筆記具、動きやすい服装、飲物持ち物・服装：

スポーツ鬼ごっこは世代、運動経験、性別に関係なくみん
なで一緒になって楽しめるのが一番の魅力です。ルールは
非常にシンプルですが、いかに頭脳を駆使して戦うかも重
要なポイント。この機会にご家族で是非ご参加ください。

13:00-14:00（12:40受付開始）　体育館内アリーナ ｜ マップ

「鬼ごっこ」の進化版！？
スポーツ鬼ごっこ体験会 in SFC（定員 50 名）

講師紹介： 大﨑恵介　　政策・メディア研究科修士課程 2013 年修了
アスとれ総合型クラブのクラブマネジャー。現在山梨県スポーツ鬼ごっこ連盟副
会長。

動きやすい服装、体育館シューズ、飲物持ち物・服装：

14

地域スポーツ大交流会
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EVENT　イベント紹介

レッスンを体験してダンスに触れてみると「こんなに楽し
いんだ！」「もっと踊りたい！」と、続けてレッスンを受け
てくれる方がとても多いです。楽しく汗をかいて、皆さん
にダンスの魅力を伝えられたらと考えていますので、是非、
踊りにお越しください。一緒にいい汗かきましょう！

14:30-16:00（14：10受付開始）　体育館内アリーナ　フィットネスルーム ｜ マップ

ママダンサープログラム！
かっこよく、楽しく dancing ！（定員 25 名）

講師紹介： 加賀屋隆介 ( ダンサーネーム :LAG)　　
環境情報学部 2014 年卒業
卒業後、プロダンサーとして活動を始め、ダンス指導や振り付け、
藤沢市と連携したダンスの普及活動など行っている。

動きやすい服装、体育館シューズ、タオル、飲物持ち物・服装：

14

SFC 東海林祐子研究会と神奈川県スペシャルオリンピックスの
協力で大学生も一緒になってフロアーホッケーを楽しみます！

14:30-16:00（14:10受付開始）　体育館内アリーナ｜ マップ

スペシャルオリンピックス「心のバリアフリーを！！」
－健康な人も障害のある人もみ～んな集まれ！－（定員 40 名）

動きやすい服装、体育館シューズ、飲物持ち物・服装：
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INFORMATION　 SFC25周年記念式典・イベントマップ

ホームカミングパーティ

ガーデンレセプション

餅つき

・ スポーツシンポジウム
・ 記念シンポジウム
・ ホームカミングデイイベント

路線バス停留所
（慶応大学）

タクシー乗り場

・ 記念式典
・ 写真展

未来創造塾SBC上棟式

駐車場

駐車場

救護室 未来創造塾予定地連絡通路

  ･授乳室　　　　　　　　　　　　  （οオミクロン館 14／MAP  7）

　※以下の多目的用トイレにベビーシートとベビーチェアのご用意がございます。

  ･ベビーシート＆ベビーチェア          （εエプシロン館 1F／MAP  5）
              （θシータ館 1F        ／ MAP   9）

  ･ベビーチェアのみ             （τタウ館 1F            ／ MAP 11）
    

記念式典（θ館）のストリーミング
映像をご覧いただける場所

お子様をお連れの皆さまへ

福澤諭吉像前

SBCパビリオン

Θ館

Γ館（体育館）

Σ 館 生協食堂サウス

Ω 館 11 教室

お食事について

  ･Ωオメガ館　　　　　　　　　（Ωオメガ11／MAP ２）

  ･学生食堂「生協食堂」　　　　　　（営業時間11:30 ～ 13:30 ／MAP 17）

  ･ファカルティクラブ「タブリエ」　（貸し切りのため休業　　　／MAP 17）

  ･カフェテリア「レディバード」　　（営業時間11:00 ～ 18:00 ／MAP 17）

  ･生協購買部　　　　　　　　　  　（営業時間 11:00 ～ 14:00 ／MAP 17）

  ･学生ラウンジ「サブウェイ」　　　（営業時間11:00 ～ 15:45 ／MAP 18）
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連絡先： 慶應義塾湘南藤沢事務室　TEL： 0466-49-3418　E-mail：sfc25jimu@sfc.keio.ac.jp


